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都市公園の公募設置管理制度
―Park-PFI 推進支援ネットワーク（PPnet）―

一般社団法人 日本公園緑地協会常務理事 橘　　　俊　光

１.はじめに

日本の都市公園は、明治６年の「太政
官布達」に始まるが、制度としてのスター
トは、都市公園の整備、管理が行政＝公
共の構図のもとに成り立つ方向付けをし
たともいえる。すなわち、都市公園の計
画、整備、管理、運営は行政の役目、仕
事となってきた。戦後の社会的、経済的
な安定、成長、発展のなかで、都市計画
行政のもとで都市公園も順調に整備され
てきたといえる。しかしながら、社会・
経済などの成熟化に伴い人口減少、少子
高齢化など縮退する地域・都市に向かう
とともに、地方公共団体の財政状況など
も厳しさを増している。一方、都市公園
の自然環境保全、防災、レクリエーショ
ンなど利用者や社会的ニーズの多様化、
高度化への対応も求められ、市民、事業
者、地域コミュニティなど多様な主体と
の連携・協働も必要不可欠な状況となっ
てきており、都市公園においても整備、
管理運営を取りまく環境は大きく変化し
てきている。
このような背景のもと、国土交通省で
は「新たな時代の都市マネジメントに対
応した都市公園等のあり方検討会」（座
長：進士五十八福井県立大学学長）にお
いて、今後の緑とオープンスペース政策
が重視すべき観点として、「ストック効
果をより高める」、「民との連携を加速す
る」、「都市公園を一層柔軟に使いこなす」
の３点が示された。これを受け平成 29
年６月には都市公園法が改正され、飲食
店、売店などの公園利用者の利便の向上
に資する公園施設の設置と、当該施設か
ら生ずる収益を活用して、その周辺の園
路、広場などの整備、改修などを一体的
に行う者を、公募により選定する「公募
設置管理制度（Park-PFI）」（以下「Park-
PFI」）が創設された。
本制度は、都市公園に民間の優良な投
資を誘導し公園利用者の利便性の向上を

図るとともに、公園管理者の財政負担を
軽減しつつ、都市公園の質の向上を図る
ことが期待されるものである。
Park-PFI は、都市公園における国の優
先課題であり制度の普及推進が急がれる
ため、　日本公園緑地協会（以下「当
協会」）では、この制度の普及推進に寄
与すべく、公民連携のためのプラット
フォーム「Park-PFI 推進支援ネットワー
ク（Park-PFI Promotion Support 
Network　略称：PPnet ピーピーネット）」
（以下「PPnet」）を設置し運営している。
本稿では、当協会の概要と、このたび
の都市公園法の改正により新たに制度化
された Park-PFI の概要を紹介し、それ
を推進支援するために整備した PPnet の
機能、役割などについて述べることとす
る。

２.　日本公園緑地協会の
概要

当協会は、昭和 11 年、公園緑地協会
として設立され、80 年以上の歴史を有
するが、当初から機関誌『公園緑地』の

発刊、公園緑地講習会の開催など、公園
緑地の調査や技術指導に積極的に取り組
んできた。その後、昭和 42 年、社団法
人に改組、平成 24 年より一般社団法人
として体制を整え全国的に活動を展開し
ている。公園・緑地、緑化などに係る幅
広い事業を行っているが、主な事業とし
ては、自主調査研究、情報発信と交流推
進、講習会開催、表彰 ･コンクールの実
施、公園緑地マニュアルなど関連図書の
出版、POSA( ポサ )システム（公園管理
情報マネジメントシステム）の提供、受
託調査事業、公園管理運営士認定事業な
どである。平成 30 年４月末現在、会員
構成は正会員 866（地方公共団体 543、
法人 125、個人 198）、賛助会員 85の合
計 951 となっている（URL：https://
www.posa.or.jp/）。
当協会では、このたびの都市公園法改
正に伴う Park-PFI の普及啓発にも積極
的に取り組むこととし、この制度の普及
推進に寄与すべく PPnet を設置し運営し
ているところである。

出典：都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン(平成29年8月10日）

国土交通省都市局公園緑地・景観課

図－１　Park-PFIのイメージ図
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３.公募設置管理制度（Park-
PFI）の概要

Park-PFI とは、都市公園において、飲
食店、売店などの公園施設（これらを「公
募対象公園施設」という）の整備と、当
該施設からの収益を活用し、園路・広場
など（これらを「特定公園施設」という）
の整備を行う事業者を、公募により選定
する手続きであり（図－１）、公募で決定
した事業者には、以下のような設置管理
許可期間や建ぺい率などに関する都市公
園法の特例措置が適用されるものである。
【特例措置】
①設置管理許可期間（通例は10年）の
特例として、Park-PFIに基づき選定
された者（以下「選定事業者」）
に、上限20年の範囲内で設置管理許
可期間を保証
②建ぺい率（原則２％）の上乗せで、
Park-PFIの特例として10％まで認め
る
③占用物件の特例として、選定事業者
は自転車駐車場、地域における催し
に関する情報を提供するための看
板、広告塔（これらを「利便増進施
設」という）を設置できる

Park-PFI 活用のメリットとしては、以
下のように考えられる。
１）公園利用者のメリット
飲食店、売店などの施設が充実するな
ど利用者へのサービスが向上する。また、

老朽化し、質が低下した施設の更新が進
むことで、公園の利便性、快適性、安全
性が高まる。
２）公園管理者のメリット
民間資金を活用することで、公園整備、
管理にかかる財政負担が軽減される。民
間の創意工夫も取り入れた整備、管理、
運営により、公園のサービスレベルが向
上する。
３）民間事業者のメリット
規模の大きな施設が設置可能となると
ともに、設置できる期間も長期になるこ
とから、長期的視野での投資、経営が可
能となる。また、緑豊かな空間を活用し
て自らが設置する収益施設に合った広場
などを一体的にデザイン、整備できるこ

とで、収益の向上にもつながる質の高い
空間を創出できる。
さらに、公募対象公園施設は都市開発
資金、特定公園施設は社会資本整備総合
交付金による支援の対象となっている。
Park-PFIの手続きフローは図－２のと
おりである。

４.Park-PFI 推進支援ネット
ワーク（PPnet）の設置と
概要

PPnet は、Park-PFI に係る公民相互の
情報を一元的に収集・発信することによ
り、初期段階における制度の周知・普及
と事業の実現化に寄与することを目的と
したプラットフォームである（図－３）。

出典：国土交通省都市局公園緑地・景観課資料、一部修正

図－２　Park-PFIの手続きフローイメージ図

図－３　PPnet構成イメージ
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役割は大きく、以下の４点に集約でき
る。
①地方公共団体、民間事業者などの情
報を一元的に収集・発信すること
②初期段階におけるPark-PFIの周知・
普及
③地方公共団体と取組意向のある民間
事業者とのマッチングの機会創出
④事業の実現化に寄与すること

(１)ウェブサイトの構築・運営
PPnet は、平成 30 年２月１日に開設
している（URL：https://park-pfi.com/）
（図－４）。ウェブサイトの開設により、
情報の収集・発信を円滑、容易に行える
とともに、収集力、発信力の増大化を目
指している。ウェブサイトは以下の項目
で構成している。
Ⅰ.サウンディング・公募情報
Ⅱ.地方公共団体・民間事業者等情報
Ⅲ.講習会、セミナー、シンポジウム開
催などの情報
Ⅳ.関連情報
１）国土交通省（Park-PFI関連：都市
局公園緑地・景観課）
２）内閣府，国土交通省（PPP/PFI関
連：総合政策局）

(２)講習会などの実施
Park-PFIに係る内容の講習会を実施す
るほか、関連講習会、セミナー、シンポ
ジウムも企画・実施しており、これらも
順次、ウェブ上でアップしている。さら
に、 ランドスケープコンサルタンツ
協会が設けた「ランドスケープ経営研究
会（LBA）」（以下「LBA」）に協力すると
ともに、これらの団体が行う講習会など
にも積極的に共催、後援などをしていく
ことを考えている。
平成 30 年２月には、パークマネジメ
ント講習会特別企画シンポジウム「公園
の新たなステージに向けて～公民連携の
あり方を考える～」を　公園財団およ
び LBA との共催で開催し、全国から約
200 名の参加者があり、地方公共団体、
民間事業者等とも関心の高さ、注目の大
きさをあらためて感じさせた。また、平
成 30 年度事業としても各地において開
催を予定しており、当面、10 月に九州
地域においてシンポジウムの開催を予定
しているところである。

(３)Park-PFI先進事例の紹介
Park-PFI 制度による実施事例は、制度
ができて間もないこともあり多くはない
が、先ずは制度の参考となった PPP 手法

による国内事例を掲載するとともに、常
時情報収集を行い、随時、掲載している。
平成 30 年７月末現在での全国の
Park-PFI による事業実施事例は、表－１
のようになっている。

(４)参加方式・参加団体
参加にあたっては、情報の保護および
反社会的勢力などの排除のため、登録制
とし、国の制度推進を目的としているた
め無料としている。参加団体は、地方公
共団体および Park-PFI 制度に賛同する
公益法人や民間事業者としている。
平成 30 年７月現在の登録者数は、地
方公共団体が 522 団体、公益法人・民間
事業者は 182社となっている。民間事業
者の主な業種としては、銀行、ディベロッ
パー、建設、造園、コンサルタント、製
造販売、飲食などである。

図－４　PPnetトップページ

Park-PFI推進支援ネットワーク　ポータルサイトURL：https://park-pfi.com/
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５.Park-PFI 推進支援ネット
ワーク（PPnet）の機能・
活用方法

PPnet では、Park-PFI のポータルサイ
トとして、容易に情報収集、活用できる
よう以下のような機能を提供している。

(１)地方公共団体向け機能
Ⅰ.サウンディング・公募情報などの収
集、公開
Park-PFI の具体的案件について、全国
の地方公共団体のサウンディングおよび
公募の情報が収集され公開されているこ
とから、自らの参考にできるとともに、
自らのサウンディングなどの案件の公開
もできる。
Ⅱ.事業発案前の民間事業者への情報収
集
地方公共団体が事業を計画する場合、
発案前の案件について、PPnet に登録し

ている民間事業者に参画の可能性や意見
を収集できる。
Ⅲ.民間事業者の参画希望情報の収集
民間事業者の要望や PR を含む Park-
PFI 参画希望の情報を掲載していること
から、参画希望などの情報を収集できる。

(２)民間事業者向け機能
Ⅰ.参画希望情報の掲載
登録した民間事業者は、地方公共団体
向けの企業要望や PR を含む Park-PFI へ
の参画希望の情報を掲載することができ
る。閲覧は地方公共団体および掲載依頼
した民間事業者のみで、他の民間事業者
は閲覧不可とし企業秘密の保護に努めて
いる。
Ⅱ.地方公共団体・民間事業者一覧の閲
覧
PPnet に登録している地方公共団体と
民間事業者の一覧を掲載している。地方
公共団体から民間事業者の担当者に直接

問い合わせができるフォームも備えてい
る。
Ⅲ.事業発案前の情報収集の閲覧
地方公共団体が事業発案前の案件につ
いて、PPnet に登録している民間事業者
に参画の可能性や意見収集できる場を提
供している。ここに登録された情報につ
いては、地方公共団体の担当者に直接問
い合わせるできるフォームを備えている。

(３)地方公共団体と民間事業者の
マッチング

PPnet の機能を十分に活用した実際の
地方公共団体と民間事業者のマッチング
を想定したフローを整理すると、図－５
のようになると考えられる。公民の連携、
情報交換が重要といえる。

６.おわりに

Park-PFI の推進にあたっては、地方公
共団体と民間事業者の幅広いニーズを如
何に整合させるかが今後の課題と考えら
れるので、当協会としても多様な対応策
を講じていきたい。また、今後、ウェブ
サイト上の対応だけでなく、都市公園の
事情、状況、自然環境条件、社会条件な
どを踏まえ、具体的な公民連携に係る計
画、実施などにも取り組みたいと考えて
いる。地方公共団体が行うサウンディン
グ実施や、民間事業者公募にあたり、公
募条件の整理、公募要項の作成、民間事
業者ヒアリングなどのコンサルティング、
業務実施サポートなどである。関係各位
のご理解とご協力をお願いする次第であ
る。

表－１　Park-PFIの事業実施事例

図－５　PPnetによる地方公共団体（A）と民間事業者（a）のマッチングによる事業実施フローイ

メージ

注：本表は、国土交通省提供資料等により作成。公園面積は、開園面積




